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第 87 回 東京都国立市郵政大学校の前島密像 

               筆者：林 久治（記載：2019 年４月８日） 

（１）前書き 

私（筆者の林）は Random Walks （乱歩）という題名で偏屈老人（林久治）の気
侭な紀行文のサイトを始めている。私の紀行文では、通常の紀行文にはない、斜め
目線からのご紹介を書くことに拘りたいと思います。通常の紀行文に関しては、既
に優れたサイトが沢山ありますので、それらをも引用しつつ、ユニークなご紹介 

を記載することに心掛ける所存です。 

一方、私は日本の銅像探偵団（１）のサイト）の銅像探索に参加している。私は

珍しい銅像を探して、探偵団の団長さんに「ギャフン！」と仰っていただけること

を目標としている。ここで「珍しい」とは、「➀見つけ難い場所に隠れている有名

人の銅像。②市井で頑張って人生を過ごしたが、有名人ではない人物の銅像」と言

う意味である。私は自宅が東京にあり、孫達が大阪にいるので、主として東京近郊

と近畿地方で銅像探索を行っている。最近、私はそのような「スクープ銅像」の候

補となりそうな多数の銅像をネットで見つけている。 

本年の２月 21 日から３月４日まで、私は大阪千里山に滞在して、孫達と遊んで来

た。その間、近畿地方で銅像探索を行って来た。81 回の記事/fでは、宝塚市の馬上

太子像と神戸市東灘区の嘉納治五郎像の探索記を記載した。82 回の記事/fでは、京

都市山科区の蓮如像の探索記を記載した。83 回の記事/fでは、大阪市の銅像探索記

を記載した。 
東京に帰京してから、私は３月 13 日に東京谷中で岡倉天心像を探索し、その探索

記を84 回の記事/fに書いた。３月 19 日に、私は港区で芝パークホテルの犬丸像と

松岡美術館の松岡像を探索し、その探索記を85 回の記事/fに書いた。私は３月 29

日に松岡美術館を再訪した。その後、渋谷区恵比寿駅周辺の銅像を探索した。前回

の記事/fでは、それらの探索記を記載した。 

岡倉像を探索した時、私は本像の作者は平櫛田中であることを知った。小平市に

は平櫛田中彫刻美術館があるので、私は４月４日に桜見物を兼ねて、本館で銅像探

索を行った。また、その近くの国立駅前にも行って、日本の銅像探偵団のサイトの

「銅像指名手配」のリストに載っている鉄道総合技術研究所の後藤新平像と床次竹

二郎像を探索した。更に、郵政大学校にも行って前島密像を探索した。 

なお、本稿においては、資料の記述を緑文字で、私（林）の意見や説明を青文字

で記載する。 

 

（２）小平市平櫛田中彫刻美術館での銅像探索 
次ページの図１上左に、平櫛田中彫刻美術館周辺の地図を示す。JR 中央線国分寺

駅から西武多摩湖線に乗り換えて、１つ目の駅が一橋学園駅である。一橋学園駅で

下車すると、駅入口の電車時刻表の下（図１上左の➀の地点）に、図１上右に示す

ような「平櫛田中彫刻美術館」への道案内が掲示されている。この案内に従って行

くと、徒歩約 10 分で当館に到着する。これ以外にも、図１上左の②、③、および④

の地点にも当館への道案内が掲示されているので、道に迷う心配はない。 

（本文は、３ページに続く。） 

http://www.japanprobe.com/2007/12/13/fearless-mouse/
http://www.geocities.jp/douzouz/
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-81.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-82.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-83.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-84.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-85.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-86.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-86.pdf
http://www.geocities.jp/douzouz/
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図 1．上左：平櫛田中彫刻美術館周辺の地図、本図は、２）のサイト/mより拝借。

➀－④の地点に、道案内がある。上右：一橋学園駅（➀の地点）にある道案内、 
下：小平市平櫛田中彫刻美術館の入口。 

➀ 

②

、 
③

、 

④

、 

http://www.mapbinder.com/Map/Japan/Tokyo/Kodairashi/Dencyu/Dencyu.htm
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 図１下に、小平市平櫛田中彫刻美術館の入口の写真を示す。入口を入ると、（私

が心配した通り）玄関前に「写真撮影お断り」の表示があった。私は受付のオバサ

ンに「貴重な芸術作品は、どしどし写真を撮って貰って、一般に普及すべきではな

いでしょうか」と嫌味を言ったが、返事はなかった。従って、本稿では、当館内部

の写真を掲載することは出来ない。 

 当館の HP（３）のサイト/）で、館長の平櫛弘子さん（田中の孫）は、田中の略

歴と当館開館の経緯を次のように書いている。 

略歴：平櫛田中は、明治 5（1872）年、現在の岡山県井原市に生まれ、青年期に大阪の人

形師・中谷省古のもとで彫刻修業をしたのち、上京して高村光雲の門下生となりました。

その後、美術界の指導者・岡倉天心や臨済宗の高僧・西山禾山の影響を受け、仏教説話や

中国の故事などを題材にした精神性の強い作品を制作します。大正期には、モデルを使用

した塑造の研究に励み、その成果を代表作《転生》《烏有先生》などにおいて示しますが、

昭和初期以降は、彩色の使用を試み、「伝統」と「近代」の間に表現の可能性を求めまし

た。昭和 33（1957）年に 22 年の歳月をかけて完成した国立劇場の《鏡獅子》に田中芸術

の集大成を見ることができます。昭和 37（1962）年には、彫刻界でのこうした功績が認め

られ、文化勲章を受章しました。昭和 45（1970）年、長年住み暮した東京都台東区から小

平市に転居し、昭和 54（1979）年に 107 歳で亡くなるまでの約 10 年間を過ごしました。 

開館の経緯：祖父、平櫛田中が一橋学園に家を新築し、移り住んだのは昭和 45（1970）年

６月、99 歳の時でした。この地は、昭和 10（1935）年ごろに祖母と将来の隠居場として

求めたもので、二人は玉川上水の風景が特に気に入ったようです。その後祖母が亡くなり

ましたが、建築家大江宏先生と出会って、その流れるようなこう配の屋根を愛し、作品の

厨子(ずし)などを依頼するようになり、さらに自宅の設計・建築もお願いし、昭和 44

（1969）年の正月明けに完成、竣工式を行いました。祖父が 98 歳で、九十八叟院(きゅう

じゅうはちそういん –  叟は翁の意)と自ら名付け、以来 10 年間、亡くなるまで武蔵野の

面影の残るこの地で暮らすこととなったのです。その九十八叟院が現在の記念館です。祖

父の亡くなった後、作品と記念館・庭園を通して、明治大正昭和を彫刻一筋に歩んできた、

祖父の芸術と人となりに触れていただこうと、作品や蒐集した美術工芸品、建物などを小

平市に寄贈し、彫刻美術館としてふさわしい展示館も併設していただいて、早いものでも

う 25 年を越えることができました。 

 

図２．五十鈴老母の像 本図は、３）のサイ

ト/より借用。本像について、３）のサイト/に

は次のような説明がある。 
1972(S47)年作。 ブロンズ 高 52.0cm 

モデルは三重県伊勢市に本店を構える「赤福」の

女主人、濱田満寿（はまだ・ます）さん。所用で

伊勢を訪ねた田中が偶然満寿さんに出会い、意気

投合したことが制作のきっかけになった。作品の

名称は、伊勢神宮の神域（しんいき）を流れる五

十鈴川のほとりに、満寿さんの別荘があったこと

に因んで付けられた。完成時の田中の年齢は百歳

で、これが最後の創作となった。 

http://denchu-museum.jp/
http://denchu-museum.jp/
http://denchu-museum.jp/
http://denchu-museum.jp/
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 私が当館を見学して、次のような感想を持った。 
➀当館の野外には平櫛田中の銅像はない。 
②展示室には、次のような３体の田中翁像（全身ブロンズ像）があった。Ⓐ浜田泰三作

（1972 年、50ｃｍ）、Ⓑ村上炳人（1970 年、38ｃｍ）、Ⓒ宮本理三郎（制作年不祥、18

ｃｍ）。これらの像は小さいので、銅像と言うより、芸術作品と考える方が適当であろう。 
③展示室にある田中作品の中で、銅像と見なせる像は、岡倉天心胸像（1931 年）とウｫ―

ナー博士胸像（1970 年）である。これと同じ岡倉像は、台東区谷中の岡倉天心記念公園や

北茨城市茨城大学五浦文化研究所に設置されている。五浦文化研究所には、これと同じウ

ｫ―ナー博士胸像が設置されている。従って、当館の両像は試作品であろう。 
④当館の「五十鈴老母(いすずろうぼ)」は、田中の最後の作品として大変有名である。そ

の写真を図２に示す。本像は高さ 52 cm と小さいので、本像も銅像というより、芸術作品

と見なす方が適当であろう。 

 

（３）国立駅前の鉄道総合技術研究所での銅像探索 

小平市平櫛田中彫刻美術館での銅像探索の後、私は JR 国分寺駅から２つ目の JR

国立駅に行って、鉄道総合技術研究所の銅像探索を行った。当所の後藤新平像と床

次竹二郎像が、日本の銅像探偵団のサイトの「銅像指名手配」のリストに載ってい

るからである。国立駅北口から当所への地図を図３上に示す。 

 

 

図３． 
上：国立駅北口から鉄道総合技術

研究所までの地図。本図は、４）

のサイト/lより借用。 

下：鉄道総合技術研究所の正門。 

http://www.geocities.jp/douzouz/
https://www.rtri.or.jp/rtri/map_kuni.html
https://www.rtri.or.jp/rtri/map_kuni.html
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 国立駅北口から鉄道総合技術研究所（東京都国分寺市光町 2-8-38）までは、道順

は分かりやすく、徒歩約 10 分であった。当所の正門を図３下に示す。正門の左側に

守衛所があったので、そこに居た守衛さんに聞いてみた。 

私「ここの後藤新平さんの銅像を拝見できますか？」 

守衛「出来ません！」 

私「鉄道は国民が料金を支払っているのに、どうして国民が見れないのですか？」 

守衛「ここは研究機関です。10 月に一般公開があります。」 

 私は「銅像を見たいと来る人は、ごく少ないはずだ。わざわざ、銅像見学に来て

いる人を、素気無く追い返すのは全く官僚的だ！」と不快になった。当所は、元々、

国鉄の鉄道技術研究所であった。これで、私の「リニア新幹線」に対する反感が

増々高まった。（私のリニア新幹線に対する反対意見は、６）のサイト/fをご覧下さ

い。）図４に、当所の後藤新平像と床次竹二郎像を示す。 

  

図４．鉄道総合技術研究所の後藤新平像（左）と床次竹二郎像（右） 

本図は、５）のサイト/lから借用。 

  

（４）郵政大学校の前島密像 

 私は、国立駅北口から南口にまわり、郵政大学校に行って前島密像を探索した。

国立駅南口から郵政大学校までの地図を次ページの図５上に（７）のサイト/より借

用）、国立駅南口付近の桜を図５下に示す。駅前の大学通りは桜の名所で、ちょう

ど満開の桜並木を見物する民衆で混雑していた。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%9C%89%E9%89%84%E9%81%93
http://masaniwa.web.fc2.com/D-49.pdf
http://www.usao.jp/usao/00178%E5%B9%B3%E5%85%B5%E8%A1%9B%E3%81%BE%E3%81%A4%E3%82%8A/tomason00178.html
https://www.mecsumai.com/tphs-kunitachi11/location/
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図５．上：国立駅南口の周辺地図（７）のサイト/）、下：国立駅南口の桜並木。 
 
 図５上に示すように、郵政大学校は、国立駅南口から富士見通りの 1330ｍ先にあ

る。これは丁度いい散歩道ではあるが、この方向に桜はなく、老人の私には少々し

んどい道のりであった。図５下の桜の木の下でうろうろしていると、運よく、郵政

大学校経由の立川駅行きの乗合バスが来た。このバスには、東京都シルバーパスが

使えるので、私はこのバスに乗車した。 

東キャンパス 西キャンパス 

https://www.mecsumai.com/tphs-kunitachi11/location/
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図６．上：郵政大学校と中央郵政研修センターの正門、下：正門奥の前島密立像。 
 
 図６に、郵政大学校と中央郵政研修センターの正門と正門奥の前島密立像を示す。

正門横に守衛所があり、ここの守衛さんはとても親切で、事務室に問い合わせて、

前島像の撮影を許可してくれた。「撮影は、銅像だけですよ。職員を撮らないで下

さい」と言われた。次ページの図７に、前島密立像、台座の銘文、銅像横の説明プ

レートを示す。本銘文より、本像は平成４年（1992 年）に設置されたことが分かっ

た。 
 両者の前身である逓信官吏練習所（1909-1949）は、農商務大臣の主管に属する水

産講習所および鉄道大臣の主管に属する鉄道教習所などと同じく、文部大臣の主管

に属さない学校である。（本文は、９ペ－ジに続く。） 
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図７．上左：前島密立像、上右：台座の銘文、下：銅像横の説明プレート。 
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（５）国立市大学通りの桜並木と一橋大学の銅像 
 郵政大学校から国立駅南口に帰ってくると、駅前から延びる大学通りの桜並木は

満開であった。ここは、東京における桜名所の一つなので、多くの見物客でごった

返していた。当所の桜の写真を、図８に示す。図５上の地図が示すように、大学通

りの桜並木を南に少し歩くと、左右に一橋大学のキャンパスがあった。大学構内に

も満開の桜の木が沢山あり、見物客が構内にもなだれ込んでいた。正門にある守衛

所の守衛は、見物客の侵入を止めていなかったので、私も構内に立ち入った。 
 

 

 
図８．国立駅南口から延びる大学通りの桜並木 
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 図５上の地図が示すように、一橋大学のキャンパスは東西の二つに分かれている。

西の方が東より広く、西が本部のようだ。私は先ず、西キャンパスに入った。構内

は広々として武蔵野の面影があり、校舎も綺麗で重厚であった。構内のあちらこち

らに銅像が設置されていた。一橋大学は他の国立大学と同様に、立ち入りが自由な

ようで、これらの銅像の全ては、日本の銅像探偵団のサイトに収録されている。 
 

  

 
図９．一橋大学の銅像。上左：立像は矢野二郎先生像、胸像は村瀬春雄先生像（西

キャンパス）。上右：堀光亀先生像（東キャンパス）下：佐野善作先生像（西）。 

http://www.geocities.jp/douzouz/
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 日本の銅像探偵団のサイトには、上記銅像の建立経緯が書かれていない。銅像の

銘板などを参考にして、建立経緯を以下に記載する。 
➀矢野 二郎（やの じろう：1845.2.21-1906.6.17）は明治時代の日本の外交官、教育者、

実業家。旧幕臣。初めは次郎兵衛、ついで次郎と名乗ったが、自ら好んで「二郎」と署名

し晩年に至ってこれを通称とした。明治 30 代以降は一橋大学の前身である商法講習所・

東京商業学校・高等商業学校の草創期の校長を長く務め、日本における商業教育の開拓者

となった。1931 年（昭和 6 年）５月矢野の銅像が建立。 

②村瀬 春雄（むらせ はるお：1871.5.18-1924.4.9）は日本の保険学者、実業家。日本の

海上保険学の祖とされる。東京高等商業学校（現一橋大学）教授や帝国海上保険副社長を

歴任し、独自の保険学を確立するとともに、多くの後進を育てた。没後 40 年の 1964 年 11

月に村瀬春雄博士胸像除幕式が行われた。 

③佐野 善作（さの ぜんさく：1873.8.29-1952.5.1）は、日本の会計学者、経済学者、教

育家。1914 年東京高等商業学校校長、1920 年東京商科大学（現・一橋大学）初代学長。

商業教育に大きな功績があるとして、1952 年に勲一等瑞宝章を受章した。1962 年 11 月、

佐野の銅像が建立。 

④堀 光亀（ほり みつき：1876 -1940）は、日本の教育者である。東京商科大学（現・一

橋大学）の発展を支えた。商業大学必要論を著し、東京商業学校の商科大学昇格に貢献し

た。日本で初めて海運学を創設した。一橋大学東キャンパス、正門と本館の間に堀の胸像

が建つ。1941 年（昭和 16 年）4 月 12 日に建立された。 

 
 
参考資料 
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３）のサイト：http://denchu-museum.jp/ 

４）のサイト：https://www.rtri.or.jp/rtri/map_kuni.html 

５）のサイト：

http://www.usao.jp/usao/00178%E5%B9%B3%E5%85%B5%E8%A1%9B%E3%81%BE%E3%81%A4%
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６）のサイト：http://masaniwa.web.fc2.com/D-49.pdf 

７）のサイト：https://www.mecsumai.com/tphs-kunitachi11/location/ 
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